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Kalypso SD/HD
ビデオプロダクション
センター

先進のM/Eアーキテクチャーを備えた、
SD/HDプロダクションスイッチャー

グラスバレー製品は、収録、制作/編集、ス
トレージ、送出機能等において、最も包括
的なマルチフォーマットソリューションを
提供し、また中央集中化された効果的なモ
ニタリングシステムで強固な基盤を提供し
ます。
これらのソリューションには、信頼性、
品質、そして直感的なユーザーインター
フェースで業界をリードし、エミー賞に輝くスイッチャーテクノロ
ジーが含まれています。
SDおよびHDに対応するKalypsoビデオプロダクションセンター
は、ライブ制作に必要な機能を全て手元に配置しています。パワフ
ルなM/Eアーキテクチャー、インターナルDVEおよび外部DVEの
サポート、拡張性のあるスティルストアシステム、内蔵されたデバ
イスコントロール、そして世界中のユーザが認める、パワフルで直
感的なユーザインターフェースを特徴とします。
さらに、各M/Eに装備される4つのキーヤーと2つのユーティリ
ティバスに加え、キーイングと合成機能におけるKalypsoシステム
独自の新機能を2つ備えています。DoubleTakeTMスプリットM/E
テクノロジーは、1つのM/Eバンクにおいて、2つに分離したバッ
クグラウンドトランジションの間で、4つのキーヤーをセパレート
して使用することを可能にします。したがって、1つのM/Eを2つ
のM/Eとしてご利用いただけます。
そしてFlexiKey TMプログラマブルクリーンフィードテクノロジー
は、キーヤーの様々なコンビネーションを利用し、マルチクライア
ントライブプログラムの制作を可能にします。
また、ハイレベルな制作のために、Kalypsoスイッチャーは最大6
チャンネルのビルトインDVEを搭載し、さらに外部DVE用のコント
ロールを備えています。また、Kalypso SDには外部DVE用に、最
大4つのエフェクトセンド出力があります。
100フレームのスティルストアシステムも特徴の1つです。1,800
フレームに拡張可能なKlipCacheTMメモリー拡張オプションにより

(Kalypso HDは800フレーム)、アニメーションロゴ等
を迅速且つ簡単に再生することが可能となります。
Kalypsoスイッチャーはまた、パネルからの注意を損な
うことなくランタイムコントロールを提供することがで
きます。ダイナミックルーターソース選択もパネルから
実行でき、R-MEMTMテクノロジーを利用し、ルーター
デスティネーションを変更することもできます。PDR
XPメディアプラットフォームシステムの動画クリップ
や、マシン毎のVTR制御も可能です。また、ソースメ
モリーにより、選択されたバックグラウンドベースで、
予めアサインされたキーソースを自動的に呼び出すこと
も可能です。さらにKalypsoスイッチャーは、グラスバ
レーのM-Series iVDRインテリジェントビデオデジタル
レコーダーを制御することも可能です。
Kalypsoシステムが世界中のユーザからご評価いただ
いている理由として、そのパワーをサポートする優れた
基本性能が挙げられます。先進のソースネームディスプ
レー、直観的なメニューシステム、専用のM/Eステータ
スディスプレー、そしてタッチスクリーンコントロール
を含むインタフェース機能は、Kalypsoの持つパワーを
さらに拡大します。

主な特徴
●

パワフルなM/Eアーキテクチャー

●

─M/Eごとの4つのキーヤーによりさらにフレキシブルなレイヤリ
ングを実現
─M/Eごとの2つのユーティリティーバスにより、個別のPGM
ミックス、ボーダー内ビデオ、マスキングが可能

ロール
●

●

─DoubleTakeスプリットM/Eテクノロジーにより、1つで2つ

チクライアント制作

最大80の入力（Kalypso HDシステムは最大90入力）
プログラム、プレビュー、クリーンフィード、そしてAuxバスの
いかなる組み合わせでもアサイン可能な、最大46の出力

のM/E作業が可能
─FlexiKeyプログラマブルクリーンフィードシステムによるマル

先進のソースネームディスプレー、直感的なメニューシステム、専用
のM/Eステータスディスプレー、およびタッチスクリーンコント

（Kalypso HDシステムは最大48出力）
●

マルチパネル/マルチフレーム機能

●

各M/Eに6つのワイプパターンジェネレーターを装備

●

最大6チャンネルのインターナルDVEを搭載可能(ビデオ/キー)

─2つは多彩なパターンを備えたトランジションとキーヤー機能用

●

エフェクトセンド出力（SDのみ）
、および外部DVEのコントロール

─4つのキーヤーパターンジェネレーターは、マスク、キーフィル

をサポート

とボーダーウォッシュ、およびプリセットパターン用

●

アニメーション対応の拡張可能なスティルストアシステム

●

フレームは2、3、4M/Eで構成

●

豊富なマシンコントロール機能

●

3タイプのパネルを用意：4M/E,

2M/E,

1M/E
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DoubleTake セカンダリー合成機能
右記の例で、キー1とキー2はメインバックグラウンドトランジ
ション（A＆Bバス）上で合成されており、プライマリープログ
ラム出力に送信されます。同時にキー3とキー4は、ユーティリ
ティ 1とユーティリティ 2のバスを使用して、完全に独立した
バックグラウンドトランジション上で合成されています。これら
2つの合成のそれぞれが、専用のクリーンフィードとプレビュー
出力を備え、単一のミックス/エフェクトバンクから2つの完全
なM/E出力を効率的に作成します。これは、任意のM/Eまたは
すべてのM/Eで効率的に実行することができ、4M/Eのスイッ
チャーで8M/Eのパワーを得ることができます。

ライブプロダクションの要望を満たすデザイン
最大80の入力（Kalypso HDシステムは90）が可能なKalypsoス
イッチャーは、多数のビデオソースが必要なライブ制作やスタジオ
にとって最適なプラットフォームと言えます。Kalypso SDシステ
ムは、4M/Eモデルで最大46、2M/Eまたは3M/Eモデルで最大38
の出力が可能で、デフォルトのマッピングから簡単に出力を再構成す
ることができます。Kalypso HDスイッチャーの出力もフルにプロ
グラムが可能です。2M/Eモデルで24、3M/Eモデルで36、そして
4M/Eモデルで48の出力に対応します。この柔軟性は、作業状況に
応じて必要なM/EやAuxバスの数を決定する際に、大変重要な要素と
なります。
さらに、Kalypsoスイッチャーはソースパッチング機能も装備してい
ます。この機能により、以前作成したE-MEMデータをベースに、新
しいソースをリンクさせることができます。特にこの機能はライブ環
境では重要で、エフェクトの再作成が短時間、且つ簡単に行うことが
できます。
パワフルな M/E アーキテクチャー
M/E毎の4つのキーヤーにより、Kalypsoスイッチャーはロゴやグラ
フィックス等のキー合成に、抜群の機能を実現しています。さらに、
すべてのM/Eの各キーヤーは、先進のChromatteTMデュアルクロマ
キーヤーを使用して、高品質なクロマキーを実施することができま
す。ボーダーラインジェネレーターはすべてのキーヤーに組み込ま
れており、キーイングされたソースにドロップシャドウ、アウトライ
ン、およびエクストゥルードの付加が可能です。
Kalypsoスイッチャーの各キーヤー、バックグラウンドバス、および
ユーティリティバスには、ソラリゼーション、ポスタリゼーション、
スードカラー、そしてYUVカラーコレクションが標準で装備さてれ
います。さらに、クリエイティブな作業に対応するため、Kalypso
HDのすべてのバスには、オプションでRGBカラーコレクションが用
意されています。
さらに、これらのパワフルな機能を、スプリットM/Eとプログラマ
ブルクリーンフィードといった、ライブプロダクションにおける2つ
の先進機能と共に利用することが可能です。

バックグラウンド B

バックグラウンド A
キー 2

ユーティリティ 2

ユーティリティ 1

キー 3

キー 1

KalypsoスイッチャーのDoubleTakeスプリットM/Eテクノロジー
では、2つの別々のバックグラウンドトランジションの間で、4つの
キーヤーを共有することができます。例えば、2つのキーヤーをプラ
イマリーバックグラウンドトランジション上に配置し、それと同時に
残りの2つのキーヤーをセカンダリーバックグラウンドトランジショ
ン上に配置することができます。(2つのユーティリティーバスを使
用) これにより、単一のM/Eバンクから2つの完全なM/E出力を効
率的に作成することができます。これら2つの出力は同時に利用可能
であり、また専用のプレビューとクリーンフィード出力を持つことも
できます。したがって4M/EのKalypsoが、実際には8M/Eのプロダ
クションシステムと同等の機能を有することになります。
Kalypsoスイッチャーはまた、業界内で最もフレキシブルなクリー
ンフィードシステムを特徴としています。プログラマブルクリーン
フィードにより、最高の柔軟性を備えた完全に独立した2系統のプロ
グラム制作を、同時に作成できるようになります。FlexiKeyテクノ
ロジーは、同じプログラムで複数のクライアントが存在するような制
作や、イベントがライブ放送で、わずかに異なるバージョンが同時に
ビデオテープに録画されるような制作の場合に欠かせないものです。
Kalypsoスイッチャーのプログラム/プリセット（P/P）バンクは、
総合的に最もフレキシブルなダウンストリームキー（DSK）システ
ムとして使用することができます。KalypsoのP/Pバンクは最大4つ
の完全に分離したプログラム出力を提供し、それぞれが4つのDSKの
任意のサブセットを所有することができます。これにより、最大4種
類のフィードについて、どのDSKがどのプログラム出力に対応する
かをカスタマイズすることが可能です。
さらに、Kalypsoスイッチャーのバスリンキング機能により、1つの
バスのソース選択と任意のバスをリンクさせ、Auxバスのオートコ
ントロールや、一度に2フィードのコントロールをすることもできま
す。

FlexiKey プログラマブル
クリーンフィード

Kalypso 1 M/E コントロールパネル
1M/Eコントロールパネルは、4M/Eの任意のM/Eにアクセス
し、スイッチャーのアップストリームまたはダウンストリーム
スイッチング、および編集やプリセッティングとして使用する
ことができます。

キー 4

単一のM/Eを使用する下記の例では、キー1はプライマリーとセカ
ンダリーの両方の出力で表示されるようプログラムされています。
キー3はセカンダリー出力上のキー2に置き換わり、キー4はセカン
ダリー出力上でのみ表示されるようプログラムされています。追加の
M/Eを利用することにより、より複雑でカスタマイズされた出力でも
構築することができます。

キー 1

キー 2

プライマリープログラム

キー 1

キー 3

セカンダリープログラム

キー 4
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強化されたエフェクトセンドとトランジション
最大6チャンネルのビルトインDVEを搭載可能なKalypsoスイッ
チャーは、キューブ、スラブ、ページターン、スプリット、ミラー、
スフィア、リップル、モジュレーション効果を含む、様々なエフェク
トを実施することができます。強化されたエフェクトセンドシステム
により、6チャンネルのインターナルエフェクトすべてに、キーヤー
の情報をフィードすることが可能です。
アニメーション対応のスティルストアシステム
Kalypsoスイッチャーのスティルストアシステムには、ビデオ、
キー、マスクの任意の組み合わせが可能な、最大8系統の同時出力機
能があります。さらに、8系統すべての出力をアニメーション再生す
ることも可能です。
スティルストアシステムには、ビデオとキーを合わせて100フレーム
分のキャッシュメモリーがあります。内部のハードドライブを利用す
ることにより、1,000フレーム以上を常時ストアすることも可能で
す。ビデオやグラフィックスフレームの取り込みは、スイッチャーの
すべての入力や、100Base-Tのイーサネット接続からダウンロード
して行い、そして、それらをスティルストアへロードすることも可能
です。
また、KlipCacheオプションにより、キャッシュメモリーを1,800フ
レーム（Kalypso HDシステムは800フレーム）に拡張することも可
能です。フルラスターより小さい部分的なフレームの取り込みや再生
も可能で、この場合1フレームを4倍、9倍、25倍の長さで使用する
ことができます。
内蔵のデバイスコントロールとモニタリング
Kalypsoスイッチャーは、グラスバレーのSMS-7000/Encoreコン
トロールシステムからルーターソースの変更を可能にする、洗練され
たユーザーインターフェースが特徴です。また、PDR XPメディアプ
ラットフォームのクリップ、VTR、キャラクタ−ジェネレーター、
外部デジタルエフェクト、およびその他多くのソースデバイスのラン
タイムコントロールも可能です。さらに、グラスバレーのM-Series
iVDRインテリジェントビデオデジタルレコーダーのコントロールも可
能です。
これらの制御は、すべてスイッチャーのパネルから行うことができま
す。本体背面には8つのRS-422/RS-485ポートがあり、VTR/DDR
のコントロール、PBus ll、エディットコントロール、リモートAux
パネル、そしてシリアルタリーに対応します。さらに、KrystalTMや
GVeous TMの外部DVE用に、2つのハイスピードCPLコントロール
ポートを装備しています。

また、オプションでネットワーク上のPDR Seriesビデオサーバーの
コントロールや、6つのRS-422ポートがインストールされた、シリ
アルポート拡張ボックスにも対応します。
また、Kalypsoスイッチャーのステータスチェックの為に、グラスバ
レーのNetCentral SNMP（シンプル・ネットワーク・マネージメン
ト・プロトコル）エージェントによる、ハードウェアおよびソフトウェ
アのリビジョンレベルのモニタリング、コンフィギュレーション、お
よびステータス情報や故障の発見等、即時情報の提供が可能です。
ネットワーク対応とリソースの共有
Kalypsoスイッチャーは、今日の統合化されたプロダクション設備
に対応できるように設計されています。オンボードのデバイスコント
ロールインターフェースにより、単一または複数のフレームに、複数
のKalypsoコントロールパネルを同時にインターフェース接続するこ
とができます。また、内蔵の100Base-Tイーサネットのデュアルイ
ンターフェースにより、コンピューターベースのシステムからコンテ
ンツを簡単に取得できます。また、Kalypsoのリソースを管理するこ
とも可能です。
さらに、スイッチャーのクロマキーとインターナルエフェクトはフロー
ティングリソースとなっていますので、任意の M/E の任意のキーヤー
で使用することができます。それらの組合せに制限はありません。
ポピュラー＆パワフルなインターフェース
全世界のお客様にご好評をいただいているKalypsoスイッチャーのイ
ンターフェースには、バラエティに富む新しいコントロールやインテ
グレーション機能があります。
例えば、ユーザープログラムが可能なソースネームディスプレーに
より、様々な作業形態についてソースを識別することが容易となりま
す。M/Eステータスディスプレーは、各M/Eで現在選択されているビ
デオやキーソース、およびトランジションの実行状況が一目で分かる
ようになっています。
これらに直感的なタッチスクリーンメニューシステムを加え、ライブ
プロダクションの要求を満たすシステムの構築が可能となります。
3 種類のコントロールパネルを用意
Kalypsoスイッチャーは、4M/E・2M/E・1M/Eの3つのコントロー
ルパネルをサポートしています。新たに開発された1M/Eパネルは、
アップストリームスイッチング、大画面モニターのコントロール、編
集、そしてその他のアプリケーションに対応するため、1つまたは複
数のM/Eをブレークアウェイさせます。

パワフルなインターナルエフェクトが、
作品にパンチのある効果を与えます

Kalypso コントロールパネル
4M/E & 2M/E（4M/E対応）コントロールパネル

Kalypso 4M/E Aux コントロールパネル

Kalypso
メニューコントロール
パネル

スラブ

スリット

モジュレーション

ページターン

Kalypso 4M/E メインコントロールパネル

Powerful internal effects add punch to your productions

Kalypso 2M/E メインコントロールパネル
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仕様
コントロールパネル
Kalypso 4M/E コントロール
パネル
サイズ

cm

in.

奥行き
幅
高さ
重量

62.4
141.0
18.9
86 kg

24.58
55.5
7.44
189 lbs.

Kalypso 4M/E Auxパネル
サイズ

cm

in.

奥行き
9.9
幅
66.8
高さ
18.3
重量 15.88 kg

3.9
26.3
7.2
35 lbs.

Kalypso 2M/E コントロール
パネル
サイズ

cm

in.

奥行き
幅
高さ
重量

48.3
125.2
20.7
63 kg

19.0
49.3
8.3
138 lbs.

Kalypso 1M/E コントロール
パネル
サイズ

cm

in.

奥行き
40.0
幅
45.8
高さ
10.1
重量 11.34 kg

15.73
18.02
3.99
25 lbs.

Kalypso メニューコントロール
パネル
800x600 24 ビット タッチスクリーン
ディスプレー、角度調整機能付きブラケッ
ト付属

サイズ

cm

in.

奥行き
幅
高さ
重量

10.9
37.5
25.7
7.7 kg

4.3
14.75
10.1
17 lbs.

Kalypso 4M/E コントロール
パネル電源
（メニュー＆ Aux パネルを含む）

電源：800W (最大)
電圧：100-125, 200-250VAC,
オートレンジ
周波数：50-60 Hz

Kalypso 2M/E コントロール
パネル電源
（メニューパネルを含む）

電源：600W (最大)
電圧：100-125, 200-250VAC,
オートレンジ
周波数：50-60 Hz
Kalypso SD フレーム
ビデオ入力−最大80のCCIR-601ノン
ルーピング、コンポーネントシリアルデ
ジタルビデオまたはキー。16入力単位で
グループ化。
ビデオ出力−最大48（2M/Eの場合は
40）のCCIR-601シリアルデジタルビ
デオ。VDA等を軽減する、8グループ単
位のデュアルBNC出力。2つの出力は、
テスト信号とデジタルブラック専用に使
用されます。他の出力はすべて、プログ
ラムビデオ、プレビュービデオ、クリー
ンフィード、またはAUXバス用として
ユーザーが自由に設定可能です。
コントロール−8 RS-422/RS-485
ポート、2 CPL I/Fポート、16 GPI入
力、16 GPI出力、最大128タリー接点。
ネットワーク−RS-45 10/100Base-T
イーサネット接続（フレーム、メニュー、
メインパネル、リモートAuxパネル）。
スイッチャーは外部のLANに接続して使
用することも可能（但し条件による）
。

Kalypso SD フレーム
サイズ

cm

in.

高さ 13RU 57.8
幅
48.3
奥行き
58.6
重量 75.75 kg

22.75
19.0
23.06
167 lbs.

ビデオ出力− 24（2M/E)、36（3M/E）
、
48(4M/E) の SMPTE-292M シリアル
デジタルビデオ。VDA 等を軽減する、8
グループ単位のデュアル BNC 出力。2
つの出力は、テスト信号とデジタルブラッ
ク専用に使用されます。他の出力はすべ
て、プログラムビデオ、プレビュービデオ、
クリーンフィード、または AUX バス用
としてユーザーが自由に設定可能です。
コントロール−8 RS-422/RS-485
ポート、2 CPL I/Fポート、16 GPI入
力、16 GPI出力、64 タリー接点。
ネットワーク−RS-45 10/100Base-T
イーサネット接続（フレーム、メニュー、
メインパネル、リモートAuxパネル）。
スイッチャーは外部のLANに接続して使
用することも可能（但し条件による）。
本体背面に６つのイーサネットスイッ
チポートを内蔵（拡張には外部にイーサ
ネットスイッチが必要）
。

Kalypso HD フレーム
サイズ
高さ 13RU
幅
奥行き
重量

cm

in.

57.8
48.3
52.3
46 kg

22.75
19.0
20.56
100 lbs.

Kalypso HD フレーム電源
サイズ

cm

in.

高さ 2RU
8.9
幅
48.3
奥行き
40.6
重量
15 kg

3.5
19.0
16.0
33 lbs.

Kalypso HD フレーム電力
電源：1200W (最大)
900W (通常)
電圧：100-125, 200-250VAC,
オートレンジ
周波数：50-60 Hz
さらに詳しい情報につきましては、
オーダリングガイドをご覧ください。

保証
グラスバレー製品は厳格な規格に基づいて製造され、また優れ
たハードウェアおよびソフトウェア保証によりサポートされて
います。製品の保証期間は設置日から１年、または発送日から
15ヶ月の、いずれか早い方となります。

Kalypso SD フレーム電源
サイズ

cm

in.

高さ 2RU
8.9
幅
48.3
奥行き
40.6
重量
15 kg

3.5
19.0
16.0
33 lbs.

Kalypso SD フレーム電力
電源：1200W (最大)
850W（通常）
電圧：100-125, 200-250 VAC,
オートレンジ
周波数：50-60 Hz

ヘッドクォーターズ
Thomson Worldwide
Headquarters
17 rue du Petit Albi – BP 8244
95801 Cergy Pontoise Cedex
FRANCE

Kalypso HD フレーム
（プリリミナリー）
ビデオ入力−最大90のSMPTE-292M
ノンルーピング、コンポーネントシリア
ルデジタルビデオまたはキー。15入力単
位でグループ化。

製品に関するお問合せ
Switchers, Routers, and
Modular Products
400 Providence Mine Road
P.O. Box 599000
Nevada City, CA 95959-7900
U.S.A.

株式会社 グラスバレージャパン
東京都港区芝3−5−5 芝公園ビル3F 〒105−0014
TEL. 03−5484−6868 FAX. 03−5484−3775
www.grassvalleygroup.co.jp

2WW–9404-4J
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